
様式第21号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

工事の名称、場所、期間及び
種別

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所 法人番号

一般競争入
札・指名競争
入札の別（総
合評価の実

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率 備　　考

旧鹿島労災病院構内整備設計
業務

令和2年4月1日
㈱土屋建築研究所
東京都新宿区西新宿
六丁目１４番１号

3011101013151 一般競争入札 33,253,000 33,165,000 99.7%

令和2年度営繕積算システム
単価作成業務

令和2年5月22日

一般財団法人建築コ
スト管理システム研
究所
東京都港区西新橋三
丁目25番33号

4010405010399 一般競争入札 8,168,600 7,645,000 93.6%

旧労災リハビリテーション愛
知作業所構内整備設計業務

令和2年5月12日

㈱丹羽英二建築事務
所
名古屋市中区金山二
丁目８番４号

2180001017908 一般競争入札 17,743,000 13,728,000 77.4%

高尾みころも霊堂外構その他
改修工事

令和2年6月19日

㈱長井工務店
東京都立川市富士見
町二丁目１１番１６
号

7012801001202 一般競争入札 105,369,000 95,590,000 90.7%

高尾みころも霊堂内外装その
他改修工事

令和2年10月13日
大成建設株式会社
東京都新宿区西新宿6
丁目8番1号

4011101011880 一般競争入札 678,040,000 678,040,000 100.0%

競争入札に係る情報の公表（工事）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

随意契約によることとした根拠と
なる会計細則の条項及び理由（企

画競争又は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、
円）

落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

高尾みころも霊堂改修その
2工事設計業務

令和2年4月1日

（株）伊藤喜三郎
建築研究所
東京都豊島区高田
二丁目17番22号

4010701015432
会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適さ
ないとき

2,030,600 2,030,600 100% 0

高尾みころも霊堂外構その
他改修工事監理業務

令和2年7月3日

（株）伊藤喜三郎
建築研究所
東京都豊島区高田
二丁目17番22号

4010701015432
会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適さ
ないとき

5,126,000 4,290,000 83.6% 0

高尾みころも霊堂内外装そ
の他改修工事監理業務

令和2年10月30日

（株）伊藤喜三郎
建築研究所
東京都豊島区高田
二丁目17番22号

4010701015432
会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適さ
ないとき

11,990,000 11,550,000 96.3% 0

山陰労災病院新棟その他整
備工事（第2回変更）

令和2年11月6日
奥村組・中電工特
定建設工事共同企
業体

会計細則第５２条(２)
現に履行中の工事、製造、加工若
しくは修理又は物品の購入に関す
る契約でこれを他の者に分割して
履行させることが不利であるとき

329,010,000 329,010,000 100% 0

大阪労災病院新棟電気設備
工事（第1回変更）

令和2年12月18日 （株）関電工 9010401006818

会計細則第５２条(２)
現に履行中の工事、製造、加工若
しくは修理又は物品の購入に関す
る契約でこれを他の者に分割して
履行させることが不利であるとき

34,400,000 34,400,000 100% 0

随意契約に係る情報の公表（工事）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

ＰＰＣ用紙の共同購入 令和2年4月1日
株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋二
丁目１８番４号

1010001012983 一般競争入札 - 3,663,302 －

病職歴システムに係るハードウェア等の
保守

令和2年4月1日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ株式会社公共第
一ソリューション事業部
東京都港区三田一丁目４
番２８号

7010401022924 一般競争入札 - 33,434,315 －

労災疾病等医学研究・開発、普及ネット
ワークシステム等管理及びコンサルティ
ングに関する業務委託一式

令和2年4月1日

株式会社大日テクナ
神奈川県川崎市中原区上
丸子山王町２－１３６７
－９橋本ビル２０３

9010001106027 一般競争入札 - 24,552,000 －

令和２年度産業保健活動総合支援事業に
係るレンタカー

令和2年4月1日

ニッポンレンタカーサー
ビス株式会社
東京都千代田区神田練塀
町３番地

6011001018116 一般競争入札 - 10,769,000 －

Ｗｅｂ会議システムの利用及び運用・保
守業務一式

令和2年4月1日

ジャパンメディアシステ
ム株式会社
東京都千代田区外神田２
丁目１４番１０号

5010001019249 一般競争入札 - 2,217,600 －

令和２年度独立行政法人労働者健康安全
機構産業保健情報誌「産業保健２１」に
係る企画・編集補助等に関する業務一式

令和2年4月1日
株式会社労働調査会
東京都豊島区北大塚２－
４－５

9013301012464
一般競争入札
（総合評価）

- 9,680,000 －

ＣＭＳを用いた自主管理が可能なホーム
ページの構築及び保守業務に係る調達一
式

令和2年4月1日

株式会社インフォネット
東京都千代田区大手町1-
5-1 大手町ファーストス
クエア ウエストタワー2
階

2010001142978 一般競争入札 - 7,690,366 －

令和２年度独立行政法人労働者健康安全
機構本部における空調設備保守管理業務

令和2年4月1日
ケイジーケイ株式会社
神奈川県川崎市幸区古川
町１９０番４

2020001070757 一般競争入札 - 1,760,000 －

労働者健康安全機構事務管理棟清掃業務
委託一式

令和2年4月1日
株式会社トラスト
東京都港区芝５丁目３０
番９号藤ビル４階

3010401019940 一般競争入札 - 4,752,000 －

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

令和２年度人材派遣契約（一般事務業
務）

令和2年4月1日

株式会社JPキャリアコン
サルティング
東京都豊島区池袋２丁目
４７－６　第２オンダビ
ル

5010001141993 一般競争入札 - 4,651,504 －

医師賠償責任保険 令和2年4月1日

東京海上日動火災保険株
式会社
東京都千代田区丸の内一
丁目２番１号

2010001008824 一般競争入札 - 323,907,380 －

令和２年度電子ジャーナル（洋医学系
ジャーナル）及びＥＢＭ情報検索・診療

令和2年4月1日

EBSCO Information
Services Japan株式会社
東京都中野区中野二丁目
１９番２号

6011201018576 一般競争入札 - 10,558,900 -

令和2年度職員宿舎等に係る火災保険付
保一式

令和2年4月1日

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社
東京都渋谷区恵比寿一丁
目２８番１号

3011001027739 一般競争入札 - 11,941,540 -

本部主催集合研修講師派遣等業務に係る
委託

令和2年4月1日
株式会社パトス
東京都港区南青山２－４
－１７青山ビル４Ｆ

4010401054870
一般競争入札
（総合評価）

- 2,042,700 －

治療と仕事の両立支援コーディネーター
マニュアルの印刷、製本

令和2年4月21日
株式会社白樺写真工芸
千葉市稲毛区山王町１０
２-５

2040001003459 一般競争入札 - 939,873 －

両立支援事業周知冊子の追加印刷 令和2年5月1日

三松堂印刷株式会社
東京都千代田区西神田３
丁目２番１号住友不動産
千代田ファーストビル南
館１４階

2010001129703 一般競争入札 - 1,177,742 －

公用自動車保険付保一式 令和2年5月1日

三井住友海上火災保険株
式会社
東京都千代田区神田駿河
台三丁目9番地

6010001008795 一般競争入札 - 1,087,991 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

令和２年度情報セキュリティ監査、脆弱
性診断、標的型メール攻撃訓練業務委託
一式

令和2年5月14日

富士通エフ・アイ・ピー
株式会社執行役員　公共
ビジネス本部
東京都港区芝浦１丁目２
番１号

6010601024969 一般競争入札 - 45,650,000 －

インターネット集約化に係るWAN等のシ
ステム設計・構築及び運用・保守業務一
式

令和2年5月19日

富士通株式会社　官公庁
ビジネス本部官庁第四統
括ビジネス部長
東京都豊島区北大塚２－
４－５

1020001071491
一般競争入札
（総合評価）

- 1,232,000,000 －

令和２年度産業保健情報誌『産業保健２
１』の印刷製本及び発送業務

令和2年6月8日
株式会社キタジマ
東京都墨田区立川２-１１
-７　両国キタジマビル

5010601023501 一般競争入札 - 5,709,748 －

パンフレット（４種）の印刷製本及び発
送業務

令和2年6月17日
岩岡印刷工業株式会社
埼玉県入間郡三芳町北永
井宮前１５７－３

1030001056285 一般競争入札 - 2,855,380 －

『事業場における治療と仕事の両立支援のための
ガイドライン』、『企業・医療連携機関マニュア
ル（事業場における治療と仕事の両立支援のため
のガイドライン（参考資料））』の印刷製本及び
送付業務

令和2年6月17日
株式会社リフコム
東京都中央区日本橋浜町
２－１１－２

9010001072822 一般競争入札 - 5,748,851 －

令和２年度看護師特定行為研修に係る機
器一式の調達

令和2年7月2日

株式会社ムトウ
神奈川県川崎市中原区下
新城２－１－３１サンパ
レス１F

1290001005786 一般競争入札 － 2,620,310 －

インターネット集約化に係る工程管理支
援業務の調達

令和2年7月17日

グラビス・アーキテクツ
株式会社
東京都港区赤坂二丁目２
０番５号

6430001049574 一般競争入札 - 24,970,000 －

透過型電子顕微鏡システム調達・設置 令和2年7月22日
日本電子株式会社
東京都昭島市武蔵野3-1-2

9012801002438 一般競争入札 - 95,898,000 －

衛生委員会活性化テキストの印刷製本及
び送付業務

令和2年7月28日
株式会社小西印刷所
兵庫県西宮市今津西浜町2
番６０号

1140001068781 一般競争入札 - 1,148,400 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

出納課人材派遣 令和2年8月6日

株式会社エッグヒューマ
ン
埼玉県さいたま市西区二
ツ宮３０４番地

2030001092148 一般競争入札 - 2,202,860 －

令和2年度産業保健活動総合支援事業ア
ウトカム調査

令和2年8月12日

株式会社サーベイリサー
チセンター
東京都荒川区西日暮里二
丁目40番１０号

6011501006529 一般競争入札 - 13,200,000 －

本部組織再編に伴う引越業務 令和2年8月12日

株式会社ヒガシトゥエン
ティワン
大阪府大阪市中央区内久
宝寺三丁目1番9号

3120001077535 一般競争入札 - 1,078,000 －

産業保健総合支援センターにおけるWEB
会議システム導入

令和2年8月17日
KDDI株式会社
東京都千代田区大手町１-
８-１

9011101031552 一般競争入札 - 3,714,304 -

「事業統計システム」の改修 令和2年8月18日

株式会社NTTデータ・ビジネ
ス・システムズ
東京都品川区西五反田三丁目
7番10号
アーバンネット五反田NNビル

2010701025004 公募 － 4,620,000 -

両立支援コーディネーター研修（WEB研
修）に係るシステム構築及び運営業務

令和2年8月20日
株式会社ステージ
東京都豊島区高松1丁目1
番11号

3013301015869 一般競争入札 - 4,619,450 －

永年勤続表彰者表彰品 令和2年8月25日
株式会社日新堂
東京都中央区銀座7－9－
13

4010001053471 一般競争入札 - 2,062,500 -

インターネット集約化に係るネットワー
ク環境調査業務について（産保）

令和2年8月26日

株式会社エヌ・アンド・
アイ・システムズ
東京都千代田区一ツ橋2－
5－5

8010501017625 一般競争入札 - 6,748,500 －

企業情報データの購入 令和2年8月27日

株式会社東京商工リサー
チ　横浜支店
横浜市中区尾上町1丁目6
番地ICON関内2F

5010001134287 一般競争入札 - 4,400,000 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

インターネット集約化に係るネットワー
ク環境調査業務について（労災看護専門
学校）

令和2年9月1日

株式会社エヌ・アンド・
アイ・システムズ
東京都千代田区一ツ橋2－
5－5

8010501017625 一般競争入札 - 1,589,500 －

機構本部における火災保険の加入につい
て（継続）

令和2年9月1日

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社
東京都渋谷区恵比寿1丁目
28番1号

3011001027739 一般競争入札 - 990,650 －

多言語音声翻訳機の導入 令和2年9月1日
リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦三丁目４
番１号

1010001110829 一般競争入札 - 1,770,615 -

未払賃金立替払システムの更新 令和2年9月3日
株式会社エス・ティ・ア
イ
東京都板橋区3-9-7

4011401000922 一般競争入札 - 4,290,000 －

産業保健関係既存パンフレット（２種）
の外国語翻訳業務

令和2年9月3日
株式会社幸美グラフィス
東京都新宿区市谷田町二
丁目20番地5

5011101006649 一般競争入札 - 3,231,800 －

旧労災リハビリテーション愛知作業所原
状回復工事に係る敷地内・建物内残置物
廃棄業務の実施について

令和2年9月8日
株式会社 Fair Medical
千葉県柏市泉１２１５

6040001040721 一般競争入札 － 3,249,950 －

医療機器等に係るファイナンス・リース
（一般Ｘ線撮影システム・歯科用フィル
ムレスシステム　外１３式）

令和2年9月18日
NTT・TCリース株式会社
東京都港区港南一丁目２
番７０号

3010401151289 一般競争入札 - 507,327,480 －

高尾みころも霊堂納骨壇管理システム更
新及び改修

令和2年9月29日
（株）エス・ティ・アイ
東京都板橋区板橋3-9-7

4011401000922 一般競争入札 - 14,080,000 －

「がんを総合的に診療できる機能を有す
る病院」の実現に向けた検討支援業務

令和2年10月1日

株式会社 システム環境研究
所　東京事務所
東京都中央区八丁堀２丁目２
６番９号

7290001013750 一般競争入札 － 4,620,000 -
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

令和２年度産業殉職者合祀慰霊式の運営
等に係る業務委託一式

令和2年10月6日

株式会社プランドゥ・
ジャパン
東京都港区芝大門2-3-6大
門アーバニスト401

 	3010401026516 一般競争入札 － 18,480,000 －

高尾みころも霊堂改修工事に係る納骨壇
等の移設について

令和2年10月23日
株式会社オレンジライン
埼玉県さいたま市南区辻
２-１２-３

 	4400001004988 一般競争入札 － 1,914,000 －

本部ネットワーク環境に係る運用支援・
保守業務の調達（更新）について

令和2年10月29日
富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１-５３
-２

6011401007346 一般競争入札 － 2,904,000 －

医療機器等に係るファイナンス・リース
（電子カルテシステムクライアント等更
改　外６式）

令和2年11月13日
NTT・TCリース株式会社
東京都港区港南一丁目２
番７０号

3010401151289 一般競争入札 － 1,376,917,080 -

令和2年度事業場における保健師等の活
動実態に関する調査

令和2年11月30日
株式会社ジャンボ
神奈川県横浜市青葉区荏
田町1474-4ジャンボビル

 	3020001090746 一般競争入札 － 6,284,025 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

インターネット集約化にかかる本部内等
の端末（パソコン）・各種サーバー機器
等の設定変更及び検証作業について

令和2年12月7日
富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１-５３
-２

6011401007346 一般競争入札 － 6,600,000 －

産業保健関係助成金に係るデスクトップ
パソコン本体（２３台）の増設

令和2年12月7日
富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１-５３
-２

6011401007346 一般競争入札 － 1,925,000 －

「産業保健総合支援センター及び地域産
業保健センターの周知広報施策及び制作
等」業務委託一式

令和2年12月11日
株式会社オリコム
東京都港区新橋一丁目１
１番７号

 	9120001014524
一般競争入札
（総合評価）

－ 75,570,000 －

インターネット集約化にかかる各労災看
護専門学校の端末・ネットワーク等の設
計・構築業務

令和3年1月8日

NECネッツエスアイ㈱
東京都文京区後楽2-6-1
飯田橋ファーストタ
ワー

6010001135680 一般競争入札 － 8,800,000 －

本部業務用タブレットパソコンの調達 令和3年1月8日
㈱大塚商会
東京都千代田区飯田橋
２丁目１８番４号

1010001012983 一般競争入札 － 11,841,830 －

人材派遣業務（宅地建物取引士） 令和3年1月18日
㈱エル・コーエイ
東京都千代田区麹町四
丁目２番地

2010001012743 一般競争入札 － 11,606,276 －

令和３年度分給与支給明細書等の配付用
封筒の作成

令和3年2月15日

株式会社エムクリエイ
ション
東京都品川区平塚２丁目
４番地１６号

 	1010701001716 一般競争入札 － 740,300 -

石綿確定診断委員会に係る医療用画像シ
ステム（ハードウェア機器等）の調達

令和3年2月25日

島津メディカルシステ
ムズ㈱東京支社
東京都豊島区西巣鴨1丁
目2-5

120001124350 一般競争入札 － 6,050,000 －

7 / 8 



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札
率

備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

両立支援データベースシステム用端末の
調達

令和3年2月25日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱公共第一ソ
リューション事業部
東京都港区三田一丁目
４-２８

7010401022924 一般競争入札 － 7,100,500 －

RPA及びAI-OCRの導入一式 令和3年3月15日

ヒューマンリソシア株
式会社
東京都新宿区西新宿七
丁目５番２５号

6011101018180 一般競争入札 - 1,289,200 -

8 / 8 



様式第24号（第27条の２関係）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした根拠とな

る会計細則の条項及び理由
（企画競争又は公募の実施）

予定価格
（税込、
円）

契約金額
（税込、
円）

落札率

再就
職の
役員
の数

備　　考

令和元事業年度財務諸表等作成に伴う
退職給付に係る
会計諸数値数理計算業務委託

令和2年4月1日
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目4番1号

2010001146005
（会計細則第５２条第６号）契約の
性質又は目的が競争に適さないと
き。

- 3,672,625 － 0

看護師の特定行為研修におけるｅラー
ニングサービスの導入について

令和2年4月1日

ヴェクソンインターナショ
ナル株式会社
東京都調布市東つつじヶ丘
二丁目４－３

2012401010038
（会計細則第５２条第６号）契約の
性質又は目的が競争に適さないと
き。

- 2,376,000 － 0

「産業保健総合支援センター及び地域
窓口（地域産業保健センター）の広報
動画」における令和２年度出演再使用
費用に係るマネジメント業務

令和2年4月27日
株式会社毎日映画社
東京都千代田区神田駿河台
２－５

9010001029962
（会計規程第４０条第４項）契約の
性質又は目的が競争を許さない場
合。

- 1,875,500 － 0

治療と仕事の両立支援に係る周知広報
用冊子における令和２年度キャラク
ター使用費用に係るマネジメント業務

令和2年4月27日
株式会社オリコム
東京都港区新橋１－１１－
７新橋センタープレイス

1010401006924
（会計規程第４０条第４項）契約の
性質又は目的が競争を許さない場
合。

- 9,900,000 － 0

退職手当制度改正に係る人事システムの
改修および設定支援業務

令和2年8月12日

株式会社
WorksHumanIntelligence
東京都港区赤坂１丁目１２番
３２号

 	1010401146357

（会計細則第５３条第１項）競争に付
しても入札者がないとき、又は再度の
入札に付しても落札者がないときは、
予定価格の範囲内において随意契約に
よることができる。

- 4,942,300 － 0

改定3版　アスベスト関連疾患日常診療
ガイドの購入

令和2年9月4日
株式会社労働調査会
東京都豊島区北大塚２－４
－５

9013301012464
（会計細則第５２条第６号）契約の
性質又は目的が競争に適さないと
き。

- 2,129,600 － 0

WEB会議・検収に係る機器・サービスの
追加

令和2年9月8日
富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１-５３-２

6011401007346
（会計細則第５２条第１０号）予定
価格が160万円を超えない財産を買い
入れるとき。

- 1,056,440 － 0

石綿関連疾患診断技術研修（オンデマン
ド研修）に係る撮影、システム構築及び運
営業務

令和2年11月30日

株式会社エヌ・アンド・アイ・シ
ステムズ
東京都千代田区一ツ橋２-５-
５　岩波書店一ツ橋ビル３階

 	8010501017625

（会計細則第５３条第１項）競争に付
しても入札者がないとき、又は再度の
入札に付しても落札者がないときは、
予定価格の範囲内において随意契約に
よることができる。

－ 4,667,300 － 0

令和2年度会計監査 令和2年11月30日
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１番
２号

3011105000996
（会計細則第５２条第６号）契約の
性質又は目的が競争に適さないと
き。

- 24,200,000 － 0

両立支援コーディネーター基礎研修
（WEB研修）に係るシステム構築及び運
営業務(追加開催)

令和3年1月8日
株式会社ステージ
東京都豊島区高松１丁目１
番１１号

3013301015869
（会計細則第５２条第６号）契約の
性質又は目的が競争に適さないと
き。

- 7,440,400 - 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

労働者健康安全機構本部

代田　雅彦
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